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四つのテスト
Ⅰ真実かどうか
Ⅱみんなに公平か
Ⅲ好意と友情を深めるか
Ⅳみんなのためになるかどうか
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12 月は疾病予防と治療月間
第 3256 回

先週（12/8）の例会から

本日（12/15）の例会

◎ ソング・・・四つのテスト
◎ 外部卓話
高槻市街にぎわい部 観光シティセールス課
主幹 戸田 勝美様
「 JR 高槻駅北側における取組
紹介について 」
◎ 例会後の行事
第 2 回地区大会実行委員会
第 3257 回

◎ゲスト・ビジター

11 月度皆出席表彰
伊藤

※2021/12/29(水)は、定款による休会
※2022/1/5(水)→1/7(金) 3RC 新年合同例会
【ホスト】高槻東 RC
【時 間】12：30～13：30
【例会場】ホテルアベストグランデ高槻
◎12/8 出席報告
出席者数

50 名

36 名

出席率
100

％

前々回例会補正後出席率
87.50 ％
但し、 Mup 3 名
欠席者 0 名
出席規定摘用免除有資格者 6 名

奉仕しよう

連続 14 年

先週 12 月 3 日は地区大会に出席してきました。次年
度は私達がホストクラブとして 2660 地区の皆様をお迎
えいたしますので、いつもと違う思いで参加していま
した。実行委員会の皆様はこれから大変なご苦労があ
るかと思います。会員の皆様のご協力をお願いいたし
ます。
今日は例会の卓話にについて私なりにお話いたしま
す。例会に出席しましてよかったと思うことの一つは、
いろいろな職業を持った人たちの交流において自分の
職業やほかの職業の情報交換によって考えさせられた
り学ぶことが出来ます。例会の卓話は卓話をする人の
人間性､人生観､環境､心情を理解する良い機会でもあ
ります。例会は卓話を楽しみに出席すると言われる会
員も多くいらっしゃいます。ロータリーは卓話が命と
言われる方もいらっしゃいます。ほかの方の素晴らし
い卓話を聞いてよいところを自分の会社に生かす、こ
れこそロータリーの素晴らしいところであります。
かつて卓話の順番が回ってきました時は何か月も前
から、卓話で何を話そうか道を歩きながら考えており
まして、歩道の縁石に蹟き転倒してしまいました。そ
の時の傷跡がまだ眉間に残っております。なんで眉間
に

例会（17：00～17：15）
ソング・・・それでこそロータリー
例会後の行事
忘年家族例会（17：15～20：00）

会員数

智秋君

◎会長の時間

次週（12/25）の例会

例会場変更（於：ホテルアベストグランデ高槻）
◎
◎
◎

計 0 名

みんなの人生を豊かにするために

シェカール・メータ RI 会長
1

に傷かと言いますと、転倒する瞬間無意識に私はカバン
を両手で抱きしめ顔から着地する格好になりました。仕
事柄、私の鞄には皆様の大切な権利書が入っていますの
で無意識に一番大切なものを守っていました。
皆様も卓話には何時間も時間をかけて話す原稿を書
かれると思います。感動した卓話、知識を得た卓話、そ
こがよかったと声をかけることも大切でしょうね。

◎卓話

◎幹事報告
・12/4(土)「第 30 回高槻シティハーフマラソン記念式
典」が開催され、羽根田会長が御出席されました。実
行委員会より感謝状を頂戴しております。

・12/3(金)地区大会が開催されました。ご出席頂きまし
た会員の皆様お疲れ様でございました。来年の地区大
会のホストクラブとして羽根田会長がご挨拶をされ
ました。吉川ガバナーに匹敵するほど堂々とした大変
素晴らしいご挨拶をされました。羽根田会長本当にお
疲れ様でございました。

◎委員会報告
〇クラブ組織奉仕委員会
松下 浩章
・今年度は会員手帳を新しく致します。今から回覧を回
します。ご自身のページをご確認頂き、内容に変更の
ある方は、回覧の「内容変更あり」に〇をしていただ
き、訂正の項目を赤でご記入下さい。訂正のない方は、
×の記入をお願い致します。又、写真を変更したい方
は、「写真変更あり」に〇を記入し、事務局まで写真
をご持参いただくか、石田会員に撮影のご相談をして
いただければと思います。宜しくお願い致します。
〇社会奉仕委員会
篠原 光子
・大阪府健康医療生活衛生室 薬務課 麻薬毒劇物グルー
プより「薬物乱用防止『ダメ。ゼッタイ。』国連支援
募金」のお願いが届いております。この募金活動は、
公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センターが実
施しており、地球規模での薬物乱用防止に関する理解
と認識を高めるとともに、善意の浄財を募り、開発途
上国で薬物乱用防止活動に従事している民間団体の
活動資金として国連を通じて支援致します。募金箱を
回しますので、ご協力をお願い致します。
〇クラブ運営奉仕委員会
浦中 郁文
・1/7(金)高槻 3RC 新年合同例会が開催されます。今年
度は高槻東 RC がホストクラブとなっております。回
覧を回しますので、出欠をお知らせ下さい。宜しくお
願い致します。
【日 時】2022 年 1 月 7 日(金)12：30～13：30
（受付 12：00～）
【場 所】ホテルアベストグランデ高槻
1 階コンベンションホール
【会 費】個人負担なし
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「

信用金庫とは

」

髙木

正一
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◎ニコニコ箱報告
・入会記念内祝

◎12/1 卓上花

橋本君（入院等で長いことお休みし
ました。今後とも宜しくお
願いします。
）

トルコキキョウ
···· 優美
スイートピー
···· 門出

・創業記念内祝

橋本君、
藤田君（大阪歯科大学卒業生として。
現在は歯学部、医療保険学
部、歯科技工士養成課程が
ございます。現在、出願期
間でございます。よろしく
お願いいたします。
）

・懇親会に当ホテルをご利用頂き有難うございました。
拝郷君
・卓話ありがとうございました。
髙木君
本日の合計
7/1 よりの累計
◎R 財団への寄付
橋本 憲治君 ￥ 5,000- 香西

￥
￥

25,000820,000-

徳治君 ￥ 6,000-

本日の合計
￥
11,0007/1 よりの累計
￥ 793,000年次基金会員より
￥ 565,000ポリオプラス会員より￥ 22,8000一人当たり平均
＄152.00
◎米山奨学会への寄付
本日の合計
7/1 よりの累計
会員より
ｸﾗﾌﾞより
一人当たり平均

￥
0￥ 287,500￥ 170,000￥ 117,500￥
6,117-

◎青少年育成基金への寄付
橋本 憲治君 ￥ 5,000本日の合計
7/1 よりの累計

￥
￥

5,000605,000-

◎12/8 卓上花
ガーベラ ······· 神秘
スイートピー ··· 永遠の喜び
スターチス ····· 変わらぬ心
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